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約14億人が体重過多である。その内の3分の1は
肥満で、冠動脈性心疾患や糖尿病といった
健康リクスを抱えている。

健全な食料システムが
健康な身体をつくる

世界の5歳未満の子どもの4人に1人は発育不全である。
これは1億6,500万人の子どもが深刻な栄養失調にあり、
身体的・認知的発達が十分になされないことを意味する。

世界の約20億人に、
健康に不可欠なビタミンや
ミネラルが不足している。

さらに、さまざまな種類の栄養失調が 1つの国、
世帯、個人の裡

うち

に併存する場合もある。

栄養失調の女性は低体重の子どもを出産する傾向が高
く、そうした子どもは身体や知能に障害を負って生ま
れてくるリスクが高い。実際、母体の栄養失調は、貧
困が世代を超えて引き継がれる主な理由の1つとなっ
ている。

他方、肥満の両親はビタミン欠乏である場合があり、
ゆえに、その子どもも低体重で生まれ、両親から十分
なケアや食事を与えられなかったりすることで、発育
不全に陥る可能性がある。発育不全の子どもは、成人
してから肥満や肥満を原因とする疾病を発症するリス
クも高い。世界のほとんどの国は、こうしたさまざま
な種類の栄養失調問題に直面している。

栄養失調による生産性の損失や直接医療費がもたら
す世界経済へのコストは、全世界のGDPの5%にもの
ぼると見られ、これは年間3.5兆USドル、1人当たり
500USドルに相当する。

世界から栄養失調を一掃することは困難な課題ではあ
るが、その見返りは大きい。例えば、国際社会が微量
栄養素欠乏の低減に毎年12億ドルの投資を5年間続け
たとすると、健康の改善や子どもの死亡率の低下、将
来の収入増により、年間153億ドルの利益がもたらさ
れ、利益対コスト比は13対1にもなると考えられる。

栄養失調は今日の社会に多大なコストを課しており、
それは次のようなさまざまな形で現れている。



栄養失調は今日の社会に多大なコストを課しており、
それは次のようなさまざまな形で現れている。

世界中どこでも、栄養士がまず勧めるの
は「バラエティーに富んだ食事をとる」
ことである。このシンプルなスローガン
は、食事の質を保証する重要な原則の1
つである。量、つまり食事の量とそのエ
ネルギー含有量は、さらに重要である。
食事エネルギーは十分に摂る必要があ
るが、多過ぎても問題で、活動レベルに
応じてバランスが取れていなくてはな
らない。新鮮な果物や野菜、穀物、油脂、
マメ類、動物性食品をバランスよく適度
な量組み合わせた、バラエティーに富ん
だ食事をとることで、健康で活動的な生
活を送るのに必要な栄養をすべて摂取
することができよう。

健康的な食事とは
質・量ともに
バランスの
取れたもの

「食料システム」の
重要性

食料システムは、農産物が生産、加工され、消
費者に届けられるまでに関わるすべての環境、
人々、機関、プロセスで構成されている。食料
システムのあらゆる要素は、バラエティーに富
んだ栄養価の高い食料の最終的な供給・入手可
能性、したがって、消費者が健康的な食事を選
択できるかどうかに影響を及ぼす。

もちろん、世帯収入や価格、消費者の知識な
ど、それ以外の要素も関係している。

その上、食料システムに関する政策や介入は、
栄養面を主な目的として行われることが稀であ
り、仮にそうであっても、その影響を追跡する
ことは困難であり、こうした介入は栄養失調を
減らす効果に乏しいと結論づける研究者もい
る。一方で、ビタミン補給剤といった医学的介
入は、特定栄養素の欠乏に対処でき、その効果
も容易に観察できる。

とはいえ、医学的介入は長い目で見ると、適切
に機能している食料システムによる健康でバラ
ンスの取れた食事がもたらす栄養面での広範な
利益の代替とはなり得ない。



定義上、持続可能な食料システムとは、今日の
人々に栄養に富んだ食事を提供するとともに、
将来の世代の食料供給能力を保護するもので
もある。持続可能な食料システムは、農場から
食卓に至るあらゆる段階で、資源を有効に利
用する。一滴の水、一片の土地、一握りの肥料、
わずかな労働から、最大限の食料を生産する
ことで、将来のために資源を節約し、食料シス
テムをより持続可能なものにする。さらに、堆
肥や生ゴミといった廃棄物を肥料やエネルギ
ーに変えることで、持続可能性を高めることも
できる。害虫や疾病は、穀物や動物に損害を与
え、人間が利用できる食料の質や量を低下させ
る。生産・加工・貯蔵におけるこうした損失を、
安全かつ効果的な方法でコントロールするこ
とで、食料システムをより持続可能なものにす
ることもできる。他方、消費者は、バランスの取
れた食事を選び、廃棄物を最小限に抑えること
で、自分たちの役割を担うこともできる。

環境劣化による
影響

持続可能な
食料システムは高効率

農業は自然の恵みに大きく依存する。農業は環境に損害
をもたらす場合もあるが、恩恵をもたらす場合もある。

農業は、気候変動や土地の減少・劣化、淡水不足、生物
多様性の損失、森林や漁業資源の劣化、農薬による汚染
など、多くの環境への脅威をもたらす主因である。農
産・畜産分野は、世界の淡水の7割を使用し、林業と合
わせると世界の地表面積の6割を占める。また、畜産の
みで世界の耕作地・牧草地面積の8割を使用している。
海洋は地表の7割を占め、漁業や水産養殖を支える一
方、水産養殖による土地や淡水の使用は増えている。

世界中のエコシステムのおよそ6割が劣化しているか、
持続的でない形で使用されている。これは、食の安全や
栄養にとって深刻な脅威となっている。



栄養失調の
取り組みには

統合的行動が必要

生産性の向上は
重要だが、
それだけでは不充分

栄養失調の直接的原因は複雑である。理由として以下
が挙げられる。

•	安全でバラエティーに富んだ栄養価の高
い食料が充分に供給・入手できないこと

•	清潔な水が入手できないこと、
衛生環境や医療の欠如	

•	子どもや大人の食事選択が不適切であること

農業生産性の向上は、とりわけ農業セクターが経済や
雇用の大きな割合を占める国々で所得増をもたらし、
消費者の食費を低減させることで、栄養の向上に寄与
している。しかし、農業生産性の向上による効果はす
ぐに現れるものではなく、栄養失調の早急な低減には
充分ではない場合もあることを認識することが重要
だ。

農業生産性の着実な向上は、今後数十年において引き
続き重要な課題となるであろう。というのも、この先
予想される食料需要の増加に対応するには、基本とな
る主食の生産を6割増加させる必要があるからだ。

しかし、栄養失調の根本的原因は、これら直接的原因よりもさらに複雑で、より広範な経済的、社会的、政治
的、文化的、物理的要因が関係してくる。したがって、栄養失調の取り組みには、農業や食料システム全般はも
ちろん、資源管理、公衆衛生や教育、さらには、より幅広い政策領域における統合的な施策や補完的介入が必要
となる。一般に、介入は複数の政府機関にまたがる横断的なものとなるため、セクター間の調整を促す高度な政
治的支援が必要となる。

もっとも、健康的な食事は主食以外にも、バラエティーに
富んだものであり、エネルギーや栄養素がバランスよく充
分に含まれたものである。

こうした理由から、農業研究開発では、果物や野菜、マメ
類、動物性食品といった栄養価の高い食品に重点を置き、
より栄養を意識した取り組みを優先させなければならな
い。複合型農業など、小規模農家の生産多様化に向けた介
入に一層注力する必要がある。 

もう1つ、今後の研究分野として有望なのが、主食の微量
栄養素含有量を高める技術である。これには、生物学的栄
養強化（biofortification）や、高栄養価品種の活用促進、
まだ充分に有効利用されていない高栄養価主食穀物の見直
しなどが挙げられる。

農業介入は一般に、栄養教育と組み合わせ、ジェンダーに
よる役割の違いを慎重に考慮して実施すると、より大きな
効果が得られる。

栄養向上にさらに効果的に貢献する食料システムを構築し、バラエティーに富んだ栄養価の高い食品を供給・入
手できるようにすることが重要だが、それと同様に重要なのが、消費者が健康的な食事を選択できるよう支援す
ることである。

栄養教育や情報提供活動を通じて食習慣の変化を促すと同時に、家庭の衛生管理の徹底や、全世代・全生涯段階
（特に生後1000日間）での適切な栄養摂取の確保といった取り組みが有効だ。低栄養や微量栄養素欠乏を依然
主要問題として抱える場所であっても、長期的には、体重過多と肥満の増加防止に取り組むことも重要になる。
食習慣の変化は食品廃棄の低減にもつながり、資源の持続的利用にも貢献する。

消費者の選択と、食習慣の改善



サプライチェーンの
良し悪し

栄養の向上に向けた
制度・政策環境

来る2014年11月19～21日、「第2回栄養に関する
国際会議」がローマで開催される。同会議では、前回
（1992年）の会議以降の進捗を振り返るとともに、
新たなグローバル環境における栄養改善の課題や機会
について討議する。また、会議では、各国政府やその
他機関がいかに連携して栄養失調によるさまざまな負
担に取り組むかを検討するとともに、栄養改善のため
の実践ツールや指針、優良事例の共有に向けたフォー
ラムを提供する。FAOとWHOの共催によるこのハイ
レベルな閣僚会議では、今後数十年を視野に、主要な
栄養課題に向けた柔軟な政策枠組の提案を目指す。

経済成長と都市化の進展に伴い、伝統的な食料システ
ムと現代的な食料システムが共存して発展を続けてい
る。現代のサプライチェーンは、保管、物流、小売を
統合し、より効率を高めることで、消費者には低価格
を、農業経営者には高収入をもたらしている。

牛乳や野菜、果物といった栄養価は高いが傷みやすい
食品を加工し、パッケージ化することで、多様な食品
が年間を通じ、手頃な価格で入手しやすくなる。他
方、こうした高度に加工されたカロリーの高い食品を
過剰に消費した場合、体重過多と肥満の原因になる。

もっとも、現代の食品加工や物流は、栄養強化食品を
利用する新たな機会も提供するため、栄養改善に大き
く寄与することができる。

スーパーマーケットは低所得国で急速に普及している
が、農村部や都市部の貧しい消費者は依然として食料
のほとんどを従来の食料流通ネットワークを通じて購
入している。こうした従来の販売経路は、果物や野
菜、畜産物といった栄養豊富な食品の主要供給ルート
であるが、加工食品やパッケージ食品の取り扱いも次
第に増えている。こうした従来の販売経路を、ヨウ素
添加塩等の強化食品の流通に活用することは、栄養改
善のもう1つの戦略としてその有効性が実証されてい
る。

従来の食料システムが衛生面や食品の取扱い、保管技
術の点で改善されれば、効率性が高まり、食品の安全
性や栄養品質も向上するであろう。食料システムを通
じて食料や栄養のロスや浪費を減らすことは、栄養の
向上に大きく寄与し、生産資源に対する圧迫を軽減す
ることにもつながる。

一部の国々では、ここ数十年で栄養失調が大幅に低減
した。しかし、改善にはバラツキがあるため、栄養改
善に向けた食料システムのより効果的な活用が急務と
なる。

栄養失調やその根底にある原因は複雑をきわめる。し
たがって、最も有効なアプローチは、多様なセクター
やさまざまな立場の人々の連携による多角的なアプ
ローチであろう。効果的な計画、調整、連携作業を伴
うこうしたアプローチには、適切なガバナンス、信頼
できるデータや共通のビジョン、そして何よりも、政
治的リーダーシップが求められる。

国際栄養会議



事例 2：インドの土壌肥沃度の改善
世界の多くの地域では土壌が著しく劣化している。土壌肥沃度の改善により、農業生産性・持続性を高めるとと
もに、農作物の栄養含有量も高めることができる。窒素、カリウム、リンをバランスよく含有した有機肥料や化
学肥料は、収穫高を上げ、農作物中の微量栄養素濃度を高める。また、肥料や灌水に特定栄養素を添加すると、
収穫高がさらに増加し、作物中のミネラル濃度も高まる。インドのアンドラプラデシ州、マドヤパラデシュ州、
ラジャスタン州では、土壌への窒素とリンの添加により、農作物の収穫高が20～80%増加した。また、窒素と
リンに加えて他の栄養素を添加した場合、収穫高はさらに70～120%増加した。こうした結果は、多くの作物
（トウモロコシ、サトウモロコシ、ヤエナリ、キマメ、トウゴマ、ヒヨコマメ、ダイズ、コムギ等）で見られ
た。養分をバランスよく配合した肥料により収穫高を改善することで、主要作物の作付面積を減らし、農業シス
テムの持続可能性に寄与することができる。

事例 3：エチオピアにおけるヤギの活用
一部の地域では、畜産業を強化することで、微量栄養素摂取量のより持続的・効果的な向上を図っている。例
えば、エチオピアの中・高高度領域では、ヤギ酪農を主軸とした混合農業システムにより、 「FARM-Africa 
dairy Goat Development Project」を展開している。同プロジェクトは、山羊乳の消費・収入増に焦点を当
て、地元女性によるヤギ飼育技術の向上や遺伝的改良を通じて、生産性の向上を図っている。こうした介入によ
り、山羊乳の1人当たり供給量は119%に上昇、動物性エネルギーの摂取量は39%、タンパク質、脂質の摂取量
はそれぞれ39%、63%増加した。プロジェクト対象地域の世帯分析データによると、世帯の栄養状態や福利に
かなりの改善がみられた。栄養、環境、ジェンダーを考慮した、こうした多くのプロジェクトは、その統合的・
多角的アプローチにより、確かな成果をもたらしている。

3つの主要
メッセージ

事例1：ベトナムのVACシステム
ベトナムでは、VAC（Vuon, Ao, Chuong：穀物栽培、水産養殖、畜産）システムが、栄養改善に向けた統合的
アプローチとして大きな成果をあげている。典型的なVACシステムでは、まず住居のそばに養殖池があり、養殖
池に畜舎を隣接させて家畜や家禽の糞を直接有機肥料に利用し、さらに菜園で一年生作物と多年生作物の両方を
栽培することで、年間を通じ市場に食料を供給する。同国の2000年の国民栄養調査では、動物性食品・果物・
野菜の消費において1987年から著しい改善が見られた。この改善はさまざまな要因によるものだが、その主要
因にVACシステムの成功が挙げられる。これにより、子どもの栄養失調と出産適齢期女性の慢性的なエネルギー
欠乏が減少し、農村部に大幅な所得増と、健康・栄養の改善をもたらした。

健康的な食事には健
全な食料システムに加
え、教育、健康、衛生管
理といった要素も関わ
ってくる。

健康的な食料システ
ムは、適切な政策、
インセンティブ、ガ
バナンスによって可
能となる。適切な栄養摂取

は、健康的な食事
によって決まる。	
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